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Technology Partnerとは



Technology Partnerとは
「Technology Partner」とは、LINE Biz Partner Program※1 のカテゴリーの1つであり、コミュニケーション、
広告、販促・OMOの各領域におけるLINEが提供するサービスの導⼊において、技術⽀援を⾏うパートナーです。

※1︓LINE Biz Partner Programとは、LINEが提供する各種法⼈向けサービスの拡販および機能追加・改善をより積極的に推進することを⽬的に導⼊
された、「Sales Partner」、「Technology Partner」、「Planning Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定・
表彰するプログラムです。
「Sales Partner」および「Technology Partner」の、「コミュニケーション」、「広告」、「販促・OMO」の3部⾨と、「Planning Partner」におい
て認定が⾏われます。



認定バッジ制度

Performance
広告効果、メッセージの配信効果を
上げることに優れている。

Customer Care
カスタマーケア領域において、
業務の効率化や、ユーザーの満⾜度
を向上させることに優れている。

Notification
重要かつ必要なメッセージを配信
し、利便性を向上させることに
優れている。

OMO
オンラインとオフラインを融合
させた良質なユーザー体験を
提供することに優れている。

Engagement
ユーザーと企業との関係性を
⾼めるようなサービスを提供する
ことに優れている。

Commerce
オンライン上における、ユーザーの
スムーズな購買体験（決済）や予約
体験を提供することにおいて優れて
いる。

Data Provider
広告効果を向上させるためのデータ
提供ができる。

IoT
物とLINEをつなぎ、便利な体験を
提供することに優れている。

Measurement
取得された情報の計測、マイニング、
ビジュアライズに優れている。

各領域ごとに、⼀定以上の実績を満たしたTechnology Partnerに、各種認定バッジを付与しています。
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カテゴリ 企業名

Performance
株式会社ソーシャルPLUS
株式会社デジタルシフト
株式会社Zeals

Customer Care

ソーシャルデータバンク株式会社
トランスコスモス株式会社
transcosmos online communications株式会社
モビルス株式会社

Notification
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
hachidori株式会社

認定バッジ 取得パートナー（1/2）

※本資料では、「コミュニケーション」部⾨にて認定バッジを取得したパートナーのみ掲載しています。



カテゴリ 企業名

OMO

クラスメソッド株式会社
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
株式会社電通デジタル
株式会社ルートコミュニケーションズ

Engagement

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
株式会社電通デジタル
株式会社サイシード
クラスメソッド株式会社
株式会社Zeals
エースチャイルド株式会社

Measurement 株式会社デジタルシフト

認定バッジ 取得パートナー（2/2）

※本資料では、「コミュニケーション」部⾨にて認定バッジを取得したパートナーのみ掲載しています。



株式会社ソーシャルPLUS

株式会社デジタルシフト

株式会社Zeals
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Performance
広告効果、メッセージの配信効果を
上げることに優れている。



IDベースのセグメント配信

ソリューション紹介︓ソーシャルPLUS

LINEログインを起点に、LINE公式
アカウントの運⽤効果向上に貢献す
る各種機能を提供しています。
LINE Profile+・⾃動友だち追加・
メッセージマネージャー・オートロ
グイン機能を活⽤することで、新規
会員登録から友だち追加、メッセー
ジ配信、LINE経由のリピート促進ま
で、シームレスに強化することがで
きます。
また、LINEを活⽤した会員証施策な
ど、実店舗とECを横断したソリュー
ションも提案可能です。

基本機能とご利⽤イメージ

株式会社ソーシャルPLUS
https://socialplus.jp/line/form

お問合せ先

料⾦体系
初期費⽤￥80,000 / ⽉額￥80,000〜

効果の⼀例
有効友だち数8倍、ID連携率2.5倍
LINE経由売上5倍 等

LINEで会員登録
（ログイン） フォームアシスト 友だち追加促進

LINEログイン

個⼈のLINEアカウン
トで、簡単に会員登録
やログインが可能。

LINE Profile+

あらかじめLINEに登
録されている個⼈情
報を、⾃動でフィル
イン。⼊⼒の⼿間を
省きます。

⾃動友だち追加

会員登録と同時に、
企業のLINE公式アカ
ウントへの友だち追
加も完了。

メッセージマネージャー
Webサイトの会員IDをキーに
したメッセージ・リッチメ
ニュー配信ができます。リッ
チメニューのタブ作成やス
テップ配信も可能です。

2回⽬以降のログイン簡略化

オートログイン

タップ操作のみでログイン
が可能。再訪率・LTVの向上
に貢献します。

会員登録・友だち追加・ID連携 が同時に完了︕

ターゲットリーチ数・ID連携率の向上 から LTVの向上 まで︕

※

※ ソーシャルPLUS調べ

https://socialplus.jp/line/form?utm_source=solutionbook&utm_medium=referral


株式会社ナースステージ

⽬的 初回購⼊のお客様との継続的な接点獲得・ID連携率の向上・有効友だち数増加

施策 LINEログイン・オートログイン・⾃動友だち追加機能の導⼊

友だち数
約6万⼈

↓
18万⼈

ID連携率
61％

LINE経由売上
約3倍

事例紹介︓ソーシャルPLUS

※1

※1 ※1,2

※1 ソーシャルPLUS調べ
※2 昨年同⽉⽐

※画⾯は当時のものです。



ソリューション紹介︓TSUNAGARU

株式会社デジタルシフト
https://digitalshift.co.jp/contact

お問合せ先

TSUNAGARU 管理画⾯イメージ

各種対応LINE API例 料⾦体系

初期費⽤ 50万円

⽉額費⽤ 30万円

Messaging API LINEチャットPlus

LIFF LINEログイン

ナローキャスト 分析API

TSUNAGARUが選ばれる4つの理由

カスタマイズ
開発

開発
スピードUI搭載

機能数

https://digitalshift.co.jp/contact


事例紹介︓TSUNAGARU

業種 商業施設/EC

⽬的 LINEを活⽤したフルファネルでのコミュニケーションの実現
（認知/興味~⽐較/検討~購買~ファン化）

施策
LINE Beaconを活⽤した来店促進施策

ユーザー⾏動に応じたMA配信やメッセージ反応者への配信強化
ID連携の促進と他チャネル配信の最適化

業種 百貨店/EC

⽬的 新規獲得（獲得CPA）と売上最⼤化（ROAS）を指標に、
⾃社ECへの送客、新規会員獲得、ロイヤル化を実施

施策
ID連携の促進と連携済みユーザーに対してのセグメント配信

3rdParty MAツールと連携し既存会員への配信を実施
配信メッセージのクリックユーザーのuid抽出とセグメント配信

ファン化購買⽐較検討

スポンサードスタンプ

LINE Beacon

⾃動BOT

アンケート MA配信

セグメント配信

MA配信ROAS
20,000%

1to1配信

ログインはこちら

ID

パスワード

xxxxx

xxxxx

ID/PASS
⼊⼒

ID連携者のLTV上昇率は
⾮連携者対⽐+13%

※ デジタルシフト社調べ
※ 本画⾯はイメージです

※

※

認知・興味

LINE公式アカウント ID連携

1 to 1
配信

ID連携



ソリューション紹介︓ジールス

株式会社Zeals
https://zeals.co.jp/contact/

▼料⾦体系

▼ご利⽤イメージ▼基本機能
チャットコマース「ジールス」は、LINEに搭載したチャット
ボットでの接客体験を通じて、ユーザーの購買⾏動を後押しす
る完全成果報酬型サービスです。
⾃動化された接客対応により、電話やメールによるすれ違いを
防⽌するだけでなく、営業時間外も即時対応を実現すること
で、⾒込み客の取りこぼしを防ぎます。チャットボットとの⾃
然な会話の中で、商品やサービスの魅⼒、お客様の不安解消を
実現し、購買や契約意欲の向上をサポートします。お客様ごと
に適した会話設計を⾏い、適切なタイミングでの⾃動配信によ
り、⻑期的で良好な関係づくりに貢献します。

友だち追加したユーザーやLPに訪れて離脱したユーザーに、ヒア
リングファーストな接客体験を提供します。より⾼い確度とエン
ゲージメントをもって商品購⼊やサービス予約まで完了させること
が可能となります。

24時間対応 深いコミュニケーション ⻑期的顧客リレーション

お問合せ先

https://zeals.co.jp/contact/


事例紹介︓ジールス

株式会社DECENCIA
化粧品の製造・販売

導⼊に⾄る背景と⽬的
ストレス社会で戦う敏感肌⼥性に向け、エイジングケアやホワ
イトニングケア商品を展開しているDECENCIA。
WebサイトやLPでの商品説明のみでは解決できなかったお客様
の疑問やお悩みに応えるため、ジールスの導⼊に⾄りました。

導⼊後の効果
お客様に対しLINE上でチャットを通じてヒアリングが⾏われ、
その情報を元にひとり⼀⼈に合わせパーソナライズされた会話
体験が実現し、各商品についての詳しい説明やスキンケアにつ
いての情報を受け取ることが可能となりました。
その結果、従来のリターゲティング広告と⽐較してCV数が2
倍、CVRが3.2倍の効果を実現しました。

リタゲ広告 ジールス

コンバージョン数
リタゲの2倍︕︕

リターゲティング広告との⽐較

CV数2倍!!
&

CVR3.2倍!!

コンバージョンレート
リタゲの3.2倍︕︕

2倍

3.2倍

※ 出稿しているリターゲティング広告全体のCV数、CVRとの⽐較、 Zeals調べ



Customer Care
カスタマーケア領域において、
業務の効率化や、ユーザーの満⾜度
を向上させることに優れている。
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ソーシャルデータバンク株式会社

トランスコスモス株式会社

transcosmos online 
communications株式会社

モビルス株式会社



ソリューション紹介︓Liny

ソーシャルデータバンク株式会社
https://line-sm.com/contact_service.html

お問合せ先

▼価格体系

LinyはLINE公式アカウントを活⽤した集客・販促・顧客管理を
サポートするツールです。LINEの友だちを簡単に管理する顧客
管理、ターゲティング属性を⾃由に設定・配信ができるセグメ
ント配信。ユーザーの属性や⾏動の分析まで、LINEの機能を幅
広く拡張。LINEを⽤いた運⽤の費⽤対効果を向上させます。

⾃動Q&A機能によるアンケート
や流⼊経路分析によって、顧客
の情報を⾃動でセグメント化。
セグメント配信や個別対応によ
り、顧客の属性に合わせた配信
が実現します。また分析機能を
活⽤すると、顧客の⾏動から配
信効果を分析することも可能で
す。分析結果を次の施策に活か
すことができます。

▼基本機能 ▼ご利⽤イメージ

https://line-sm.com/contact_service.html


事例紹介︓Liny

18

LINEで学⽣⽀援緊急給付⾦の申請を受付
▼概要

新型コロナウイルスの影響で、世帯収⼊やアルバイト収⼊が減少し、
経済的に困窮している学⽣に対し、⾦銭的⽀援を⾏うのが「学⽣⽀
援緊急給付⾦」です。
これまでは、給付⾦を申請する学⽣は直接学校に書類を届けに⾏く
か、もしくは郵送する必要がありました。もっと⼿軽に申請できる
システムとして、学⽣にとって最も利便性が⾼く、学校側としても
事務の負担軽減にもつながるLINEの活⽤を⽂部科学省が決定し、
弊社でのシステム開発に⾄りました。

▼背景・⽬的

各⼤学などから配布されるアドレスやQRコードから、⽂部科学省
のLINE公式アカウントを「友だち」に追加。
⽒名・⼝座情報などを登録のうえ、撮影した学⽣証をアップロード
することで簡単かつスピーディーな申請が可能です。

▼アカウントの詳細

・学⽣や事務員の削減⼯数→50万時間〜100万時間の削減
・⼈件費や経費のコスト削減→10億円〜数⼗億円の削減
・LINE以外のシステム費⽤→数億円のコスト削減

▼アカウントの効果
※

※
※

※ ソーシャルデータバンク調べ、登録した学校や学⽣／事務員の⽅の数値から想定数値
※画⾯は当時のものです。



ソリューション紹介︓DEC Connect

お問合せ先 トランスコスモス株式会社
https://dbhb.f.msgs.jp/webapp/form/22337_dbhb_1/index.do

コールセンター運営で培った実績・ノウハウをもとに、ツール導⼊からお問い合わせ対応まで⼀貫して対応

API連携プラットフォーム

お問い合わせ流⼊コントロール
各種機能切り替え

お問合せ

回答

LINE公式アカウント
構築・運⽤

チャットボット
構築・運⽤

有⼈チャット
構築・運⽤

・ツール導⼊
・シナリオ作成
・問合せ分析による

シナリオ改善

・ツール導⼊
・運⽤マニュアル作成
・問合せ対応

お問合せ

⾃動応答
有⼈チャットへ引き継ぎ

質問や応答履歴の引き継き

回答

問合せ応対履歴を蓄積
トランスコスモスが独⾃開発した「DEC Connect（デック コネクト）」がハブとなり、
各種データベースやマーケティングツールとの連携等を実施し、
よりシームレスな顧客対応の実現、デジタルマーケティング施策強化を⽀援します。 ・お客様の声を分析し

サービス品質向上
マーケティング活⽤

https://dbhb.f.msgs.jp/webapp/form/22337_dbhb_1/index.do


事例紹介︓DEC Connect

エア・ウォーター株式会社 様

LINEを活⽤したチャット・ チャットボット
導⼊によりコールセンターを
ハイブリッドコンタクトセンター化

LPガスや灯油に関する申込や問い合わせを
24時間365⽇、LINE上で迅速に対応
⽉間25,000件の問い合わせうち、1/3を⾃動化対応可能に

チャットボットにて
基本情報のヒアリング

オペレーターが
詳細情報・問い合わせ対応

出典︓https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/180619.html

※

※ トランスコスモス調べ
※画⾯は当時のものです。

https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/180619.html


ソリューション紹介︓KANAMETO

transcosmos online communications 株式会社
sales@kanameto.me

お問合せ先

▼基本機能 ▼ご利⽤イメージ

▼料⾦体系
・初期費⽤︓¥70,000
・⽉額ご利⽤参考費⽤︓¥70,000〜

※販売代理店経由でのご契約となります。



事例紹介︓ KANAMETO

KANAMETO活⽤スキーム

都城市が抱えていた課題

チャットボットによる各種証明書の取得⽅法案内＆LINEのチャットにより移住相談

LINEのチャットによる移住相談

チャットボットによる各種証明書の取得⽅法案内 LINEのチャットによる移住相談

※

※ transcosmos online communications調べ



モビルス株式会社 https://mobilus.co.jp/

LINE公式アカウントの友だちへ顧客属性やアンケート結果に基づいてセグメン
ト配信、LINE搭載のリッチメッセージ（スタンプや画像、カルーセル等）に対
応、LINE通知メッセージ配信機能も搭載し、マルチなアウトバウンド配信から
チャットサポートへの連携まで可能です。

×

広
告

案
内

申
込
・
⼿
続
き

⾃
動
処
理

告
知

質
問

回
答

通常の
セグメント配信

チャットで
質問に回答

チャットボット
で⾃動処理

LINEスタンプも利⽤できる有⼈チャットで、顧客との距離が近づくLINEの活⽤
をサポートします。回答候補の提案から個⼈情報検知まで可能な独⾃のサポート
AIを搭載、MOBI BOT連携によって⾼度なLINEのチャットボットもご利⽤で
きます。

オペレーター
回答⽀援AIを搭載

100万⼈超の友だち
アカウントの実績※

チャットボット連携
で⾼度な⾃動応答

LINEでの問い合わせ対応に
最適なチャットシステム

LINE通知メッセージ対応
LINE公式アカウント対応の

セグメント配信システム

独⾃アンケート
作成＆配信機能

外部ツールとの
ＡＰＩ連動

LINE通知メッセージ
配信機能

ソリューション紹介︓MOBI AGEGNT/MOBI CAST

お問合せ先 ※モビルス調べ

https://mobilus.co.jp/


社 名 アニコム損害保険株式会社

⽬ 的

主な施策 ・LINEのトーク画⾯上での保険⾦申請（⾃動対応）

・LINEのトーク画⾯上でのペット保険加⼊（⾃動対応）

・保険既契約者向けチャット相談

「どうぶつホットライン」（有⼈チャット）

・withlist（質問に答えて画像をアップロード

すると画像加⼯をするチャットボット）

・⼿続きの効率化の実現

（社内業務、お客様の負担の両⽅を改善する）

・ミッションであるCS(顧客満⾜度）の向上

▲LINEのトーク画⾯上での保険⾦請求の画⾯イメージ

⼿続き期間が
2週間から4分に※

顧客満⾜度UP

効果１

簡単加⼊で
保険加⼊者の
⼝コミが増加

効果２
LINE公式

アカウントに
紙の申請の40％※

が移⾏・⾃動化

効果３

ソリューション紹介︓MOBI AGEGNT/MOBI CAST

※アニコム損害保険株式会社調べ
（※画⾯は当時のものです）



デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

hachidori株式会社

01

02

Notification
重要かつ必要なメッセージを配信
し、利便性を向上させることに
優れている。



デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
https://solutions.dac.co.jp/dialogone

お問合せ先

企業が保有している電話番号とユーザーがLINEに登録している
電話番号が⼀致している場合、アカウントに友だちになっていないユーザーに
対してもメッセージを配信することが可能です。
DialogOne®では、企業が任意のタイミングでLINE通知メッセージを
配信できる機能をご提供しています。

▼LINE通知メッセージ機能

アカウント規模や機能のご要望によって異なります。
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼料⾦体系

企業保有
⽒名 電話番号

AAAAA 070-
1234-5678

BBBB 080-
3456-7891

CCCC 070-
1357-9246

DDDD 070-
2468-1357

LINE登録
電話番号

070-
1234-5678

080-
3456-7891

070-
1357-9246

070-
2468-1357

全ユーザー

企業アカウント
友だちユーザー

電話番号が⼀致したユーザーに配信

Messaging APIに対応し、LINE公式アカウントでのメッセージ配信・コン
テンツ管理が可能なツールです。
管理画⾯を⽤い、誰でも簡単な操作で設定することができます。
多彩なコンテンツのフォーマットと、LINE公式アカウント内で取得した
データや企業が保有する顧客データなどを掛け合わせ、
最適なアカウント運⽤が可能です。

▼DialogOne®の提供するサービス

ご要望に合わせたカスタマイズも柔軟に対応しております。
各種キャンペーン機能や、既存のCRMツールとの連携、⾃動配信機能など、
対応実績も豊富です。

アカウント開設・機能提供だけでなく、メディアレップとしてLINEの広告
メニューを取り扱ってきた豊富な知⾒を活かして、運⽤戦略のコンサルティング
やレポーティングもサポートいたします。LINE広告等も絡めた友だち獲得施策
など、LINEの効果を最⼤化する総合的なご提案が可能です。

プッシュ配信リプライ配信

コンテンツ管理

MESSAGING

トラッキング

外部取得

アンケート

企業保有

DATA

流⼊経路

ソリューション紹介︓

LINE

https://solutions.dac.co.jp/dialogone


配達予定の通知 予定通りに配達荷物発送受付

・配達⽇時を把握し、事前に受け取り⽇時変更もできるため
在宅時の配達が増え、再配達依頼が不要になった

・なりすましができない「認証済みアカウント」からメッセージ
が届くため、情報を信⽤できる

ユーザーメリット

・不在配達や再配達依頼が減ったことで、配達員の負荷が減り
業務効率化につながった

・通知メッセージをきっかけにアカウントの友だちになることで
配達案内に限らない告知の配信も届くようになった

企業メリット

施策 荷物のお届け予定と受け取り⽇時の変更⽅法をLINE通知メッセージでユーザーに事前案内

業種 流通系企業

⽬的 ユーザーが在宅しているときに配達を実施する

事例紹介︓

※画⾯は当時のものです。



ソリューション紹介︓hachidori

hachidori株式会社
https://hachidori.io/

お問合せ先

「5分でつくれる、5分で改善できる」を本当に実現できるプロ
グラミング不要のチャットボット内製ツールです。
その証拠に、個⼈法⼈問わず7,000件を超えるユーザー様が
hachidori上で⾃由に開発/運⽤を⾏っています。
⾃然⾔語処理(AI)を⽤いたフリーワード対応・有⼈チャットを
組み合わせた運⽤も可能です。
ユーザーに対して重要かつ必要なメッセージをお届けできる
「LINE通知メッセージ※」や「属性セグメント配信」などの
hachidoriに搭載済みの標準機能は、ユーザーの利便性を
向上させエンゲージメントを⾼めます。

⼀般的なQ&Aチャットボットとしての利⽤
はもちろん、セグメント別のメッセージ配
信やステップ配信機能等を活⽤した複雑な
One to Oneコミュニケーションも可能です。
外部APIとの連携で、より⾼度なチャット
ボットを設計することもできます。
例えば基幹システムと連携することで、
LINE公式アカウント内で商品検索や⾒積が
できるだけでなく、予約や購⼊完了まで完
結させることも可能です。

▼基本機能 ▼ご利⽤イメージ

▼料⾦体系

⽬的/要望に応じて最適なご提案をさせていただきます。
以下、ご参考までに最低価格になります。

初期費⽤5万円〜
⽉額費⽤3万円〜

※LINE通知メッセージ︓広告を除く重要性や必要性の特に⾼いメッセージを
企業からユーザーへ通知する取り組みです。

https://hachidori.io/


クライアント様 アイペット損害保険株式会社様（ペット専⾨の損害保険業）

⽬的 1. ペットの写真不備起因による保険申込みの不成⽴防⽌（既存顧客維持）
2. 気軽に保険商品に触れる機会の創出（新規顧客獲得）

主な施策
1. 『hachidori』管理画⾯から利⽤可能な『LINE通知メッセージ』を利⽤した、

保険申込時に不備があったお客さまへの再⼿続きのご案内（SMSから切替え）
2. ペット種別や誕⽣⽇等から、最適な保険商品をご提案、お⾒積りが可能

写真不備起因の
保険申込み不成⽴が

80%削減
SMSと⽐較し

通信コストが削減
保険⾒積機能で
新規顧客獲得

にも貢献

事例紹介︓hachidori

※

※ hachidori調べ
※画⾯は当時のものです。



OMO
オンラインとオフラインを融合
させた良質なユーザー体験を
提供することに優れている。

クラスメソッド株式会社

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

株式会社ルートコミュニケーションズ

01

02

03



ソリューション紹介︓CX ORDER

クラスメソッド株式会社
https://classmethod.jp/inquiry/お問合せ先

• 企業は8,600万MAU（2020年9⽉時点）のLINEアプリ内に、⾃社ブランドアプリ
を登録することで、多くのユーザーリーチを獲得でき、商品やサービスを届ける
ことができます。

ユーザー価値

ブランド価値

コンセプト
• 「CX ORDER」はモバイルオーダー⽤の、LINEミニアプリを簡単且つスピー

ディーに制作・運⽤可能なクラウドサービスです。

• ユーザーは⽇常的に使い慣れたLINEアプリから、お気に⼊り店舗の商品やサービ
スを簡単に注⽂・決済でき、あとは店舗で商品受け取るだけです。

▼コンセプト / ユーザー価値 / ブランド価値

▼料⾦体系
2021年6⽉末までは⽉額費⽤を無償にてご提供致します。
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼利⽤イメージ︓お客様側 UI ▼利⽤イメージ︓店舗側 UI

※画⾯は当時のものです。

https://classmethod.jp/inquiry/


事例紹介︓LINEミニアプリ・API活⽤⽀援

株式会社パル

⽬的 ネイティブアプリではデジタル接点を作りきれない、
ライトユーザー層へのリーチと会員化

施策 PAL CLOSET LINEミニアプリ
E-会員証 / E-レシート / ECを包含したLINEミニアプリでのOMO体験

新規会員数
前⽉⽐

200％
アップ

友だち数
単⽉で

10万⼈
増

ライトユー
ザー層への
リーチと
会員化

事例詳細︓https://classmethod.jp/cases/pal-line-miniapp/

※

※パル調べ

※

https://classmethod.jp/cases/pal-line-miniapp/


ソリューション紹介︓

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
h9ps://solu:ons.dac.co.jp/dialogone

お問合せ先

×
userID

タイムスタンプ

投稿画像
×

OR

事務局による⽬検
チェック作業

OCR

OCRツールと連携した
⾃動読み取りチェック

当選通知

Messaging APIに対応し、LINE公式アカウントでのメッセージ配信・コン
テンツ管理が可能なツールです。
管理画⾯を⽤い、誰でも簡単な操作で設定することができます。
多彩なコンテンツのフォーマットと、LINE公式アカウント内で取得した
データや企業が保有する顧客データなどを掛け合わせ、
最適なアカウント運⽤が可能です。

▼DialogOne®の提供するサービス

ご要望に合わせたカスタマイズも柔軟に対応しております。
各種キャンペーン機能や、既存のCRMツールとの連携、⾃動配信機能など、
対応実績も豊富です。

アカウント開設・機能提供だけでなく、メディアレップとしてLINEの広告
メニューを取り扱ってきた豊富な知⾒を活かして、運⽤戦略のコンサルティング
やレポーティングもサポートいたします。LINE広告等も絡めた友だち獲得施策
など、LINEの効果を最⼤化する総合的なご提案が可能です。

プッシュ配信リプライ配信

コンテンツ管理

MESSAGING

トラッキング

外部取得

アンケート

企業保有

DATA

流⼊経路

アカウント規模や機能のご要望によって異なります。
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼料⾦体系

▼オフライン連動キャンペーン
商品POPのシリアルコードや、店舗での購⼊レシートなど、オフラインでの商品
購⼊を絡めたマストバイキャンペーンをLINE公式アカウント内で実施可能です。
応募回数や購⼊商品などのキャンペーンの参加状況をLINE上で利⽤される識別⼦
のuserIDごとに蓄積できるため、キャンペーン終了後のマーケティング活動にも
利⽤できます。

【キャンペーンフロー例】
・店頭で商品購⼊したレシート画像をユーザーがLINEのトーク内に投稿するだけ
で応募が完了、当選通知もLINEで配信できるキャンペーン

https://solutions.dac.co.jp/dialogone


・⾃社顧客のオフライン⾏動を
把握することができない。

・獲得した顧客への
継続的アプローチが難しい。

顧客データの不⾜・断絶
・実際に購買した⾃社商品への

関⼼が⾼いユーザーを可視化できる
・その後のLTV向上へ

繋げることができる。

オンオフを横断した顧客の可視化

・商品に応募⽤シールを貼り付ける場合
コストがかかる。

・シールの保管、応募⽤はがきの⽤意
などユーザーの⼿間が多い。

従来のはがき応募型キャンペーンのコスト

・レシート画像のみで応募できるため、
シールの⽤意が不要になる。

・LINEのトーク内で完結することで
ユーザの参加率向上に繋がる。

LINEで完結させることでコスト削減へ

施策 応募~当選通知までをLINEのトーク内で完結できるレシート応募キャンペーン

⽬的 マストバイキャンペーンのデジタル化
（シール印刷費・集計⼈員費のコスト削減や顧客データの取得）

導⼊
実績

化粧品メーカー

⾷品メーカー

家庭⽤品メーカー

飲料メーカー

メーカー特有の課題解決に貢献

獲得した
優良ユーザーの情報を
その後の配信に活⽤

後⽇当選者に
当選メッセージを送付

LINEのトーク内で
商品購⼊時のレシートを投稿

事例紹介︓

※画⾯は当時のものです。



ソリューション紹介︓CHAT ORDER

株式会社ルートコミュニケーションズ 担当︓杉⼭
sugiyama@rootcom.co.jp

お問合せ先

CHAT ORDERとは
LINEのプラットフォーム上で、商品選択・注⽂・お⽀払いができるモバイルオーダーシステムです。
並んで注⽂する必要がなく、いつでもどこからでも注⽂ができ、キャッシュレス決済のため現⾦も不要です。

ユーザー

店舗

お店のLINE公式アカウントを
友だち追加します。

チャットボットで
商品を選びます。

LINE Payで決済します。 お店のLINE公式アカウント
からメッセージが
届きます。

お店に⾏き受取完
了です。

注⽂はタブレット端末やPC
でリアルタイムに
確認ができます。

商品の準備をします。 端末で呼出処理をし
ます。

お客さまのLINEの
画⾯を確認して、

商品をお渡しし完了です。



事例紹介︓CHAT ORDER

空港到着前や空港内で⾷事をしているときなど合間
の時間で商品選びができ、レジでの待ち時間も削減
でき、旅⾏者やビジネスマンはよりスムーズに空港
時間を活⽤できます。
また、昨今のコロナ禍3密回避の効果もあるため、
利⽤者・従業員双⽅の感染症対策にもつながりまし
た。

福岡国際空港株式会社 様

事前に注⽂、レジにもならばず、スムーズにお⼟産をピックアップ︕

株式会社ルートコミュニケーションズ 担当︓杉⼭
sugiyama@rootcom.co.jp

お問合せ先



Engagement
ユーザーと企業との関係性を
⾼めるようなサービスを提供する
ことに優れている。

01

02

03

04

05

06

デジタル・アドバタイジング
コンソーシアム株式会社

株式会社電通デジタル

株式会社サイシード

クラスメソッド株式会社

株式会社Zeals

エースチャイルド株式会社



デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
https://solutions.dac.co.jp/dialogone

お問合せ先

Messaging APIに対応し、LINE公式アカウントでのメッセージ配信・コン
テンツ管理が可能なツールです。
管理画⾯を⽤い、誰でも簡単な操作で設定することができます。
多彩なコンテンツのフォーマットと、LINE公式アカウント内で取得した
データや企業が保有する顧客データなどを掛け合わせ、
最適なアカウント運⽤が可能です。

▼DialogOne®の提供するサービス

アカウント規模や機能のご要望によって異なります。
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼料⾦体系

ご要望に合わせたカスタマイズも柔軟に対応しております。
各種キャンペーン機能や、既存のCRMツールとの連携、⾃動配信機能など、
対応実績も豊富です。

アカウント開設・機能提供だけでなく、メディアレップとしてLINEの広告
メニューを取り扱ってきた豊富な知⾒を活かして、運⽤戦略のコンサルティング
やレポーティングもサポートいたします。LINE広告等も絡めた友だち獲得施策
など、LINEの効果を最⼤化する総合的なご提案が可能です。

プッシュ配信リプライ配信

コンテンツ管理

MESSAGING

トラッキング

外部取得

アンケート

企業保有

DATA

流⼊経路

▼サポート体制
120以上のDialogOne®導⼊実績やLINE公式アカウント取り扱い実績をもとに
⽬的に合わせ、DialogOne®の各機能を最⼤限に活⽤した様々な施策の
ご提案ができる体制を整えています。

施策実施後もレポーティングを⾏い、次回施策に向けた
最適な配信設計やクリエイティブをご提案させていただきます。

運⽤戦略・企画サポート機能提案・開発

店舗連動
キャンペーン

配信効率化

1 to 1
コミュニケーション

予約型／運⽤型広告
LINEの広告メニュー総合提案

AD

ソリューション紹介︓

https://solutions.dac.co.jp/dialogone


施策
イメージ

LINEのトーク内の質問に対し、タップして回答。
回答状況に応じて質問内容が変化し、
最後にユーザー別おすすめ商品が紹介され
ECサイトに誘導。

⽬的
①ユーザー参加型のコンテンツで楽しみながら
⾃社商品を知ってもらう

②LINE経由の購買数やサイト訪問数を増やす
③ユーザーの興味関⼼データの取得

施策
イメージ

対象商品を購買して、QRコードを読み込み
LINEのトーク内にシリアルコードを投稿すると投票券をゲット。
ゲットした投票券の数だけ好きなチームに投票可能となる。
最終⽇までに、投票数が多かったチームに投票したユーザーに
後⽇抽選で景品を配信する。

⽬的
①ユーザー参加型のコンテンツで楽しみながら⾃社商品を購⼊してもらう
②LINE公式アカウントの友だち数拡⼤・ブロック防⽌
③ユーザーごとの購買データの取得

想定業種 化粧品メーカー⾷品メーカー アパレル飲料メーカー

商品購⼊
＆

QR読み取り

チーム選択 投票券GET 投票結果発表

QR

⼩売店舗

事例紹介︓

トーク内タップで進⾏

選択状況に応じて情報出し分け

ECサイト
遷移

オンラインショップ

8,000円

カートに⼊れる

※画⾯は当時のものです。



ソリューション紹介︓

株式会社電通デジタル
BOT BOOSTaR担当 <BOT_BOOSTaR@dentsudigital.co.jp>お問合せ先

LINE社が公開するAPIや最新機能にいち早く対応します■柔軟なクリエーティブ表現を、最短即⽇で実装可能

BOT BOOSTaR™は、LINE社が公開しているLINE Bot Designer
と連携しています。従来であればFlex Messageやリッチメニュー
をエンジニアに頼んでコーディング開発する必要がありましたが、
BOT BOOSTaR™を利⽤すれば複雑なクリエーティブを最短即⽇
で実装可能です。

■最新のテクノロジーで、APIを活⽤した機能拡張も可能

BOT BOOSTaR™のシステムは完全サーバーレスで構築されているため、⼤規
模配信時でもサーバーが落ちる⼼配がなく、安⼼してご利⽤いただけます。
またソフトウェア⾯でもモジュール化された開発となっており、LINE Things、
LINE Payといった次々と公開される最新機能に順次対応しています。

■電通グループならではの提案/運⽤⼒

LINE社の認定パートナー制度において、電通デジタルは「Planning Partner」
「Technology Partner」「Sales Partner」の全3部⾨を全て受賞しております。
また、LINE公式アカウントだけでなくLINE広告やLINEセールスプロモーション
と連携することで(クロスターゲティング) 、包括的にLINE活⽤をプランニング
可能です。

※画⾯は当時のものです。



事例紹介︓

資⽣堂ジャパン様
社⾷のLINE公式アカウントでBOT BOOSTaR™を導⼊

CSVからメニューを読み取り
カルーセルで表⽰

クイックリプライによって、フロア/セクション/提供⽇の変更を簡単に

リッチメニューはタブ型で店舗ごとに閲覧可能。
開いた時間帯に応じて、モーニング/ランチメニューなど⾃動切替を⾏う。

公式アカウント内から
「ご意⾒・ご要望」の投稿が可能

Icon＆Nickname Switch APIを⽤いて
店舗（フロア）ごとにアイコンを変更

詳細はこちら︓https://www.dentsudigital.co.jp/topics/2019/1226-000367/

⽬的︓メニュー告知、利⽤者とのコミュニケーションツール
施策︓メッセージ配信、ご意⾒募集、クーポン配信など
結果︓ブロック率10%程度 で運⽤されており、

⾮常に⾼いエンゲージメント⼒を誇るLINE公式アカウントを実現。

※電通デジタル調べ

※

※画⾯は当時のものです。

https://www.dentsudigital.co.jp/topics/2019/1226-000367/


ソリューション紹介︓モンキーアプリ

42株式会社サイシード
https://saichat.jp/contact/お問合せ先

MonkeyApp（モンキーアプリ）は、LINEミニアプリ及びLIFFアプリを
オーダーメイドで開発できるサービスです。

LINE Front-end Framework（LIFF）やMessaging APIなどを組み合
わせる事で、ネイティブアプリと同等の機能をLINE上で実現します。

基本機能 価格
初期開発費⽤︓500万円〜

⽉額利⽤料及び保守費⽤︓25万円〜
※個別開発となるため、案件の詳細をお伺いした上で個別
に⾒積もりをお出しします。

l モンキーアプリの特徴
① 戦略策定から開発まで⼀気通貫で提供

多くのユーザーが⽇常的に利⽤しているLINE上
でWEBアプリを提供する事で、これまでIT化が
進んでいなかった業界やユーザー層においても、
強⼒にDXを推進する事ができます。

サイシードは、LINEミニアプリ及びLIFFアプ
リの活⽤戦略、戦略に基づいた仕様設計から開
発、運⽤、サービス改善まで⼀気通貫で提供し、
企業の利益創出に貢献します。

② 豊富な開発実績と柔軟な開発⽅針

予約システム、決済を含むモバイルオーダー、E
C、IoT機器連携、相談サービス、受発注管理シ
ステム、etc...
サイシードは、企業のニーズに合わせたLINEミ
ニアプリ及びLIFFアプリの豊富な開発実績をも
とに、検討フェーズや予算に合わせて柔軟にオリ
ジナルアプリを開発する事ができます。

③ ネイティブアプリより低コストで開発可能

ネイティブアプリを開発する場合、iOSやAndro
id OSのアップデートに合わせて、アプリの修正
が必要になります。
LINE上で動くWEBアプリであれば、OSアップ
デートへの対応が原則不要になるため、ネイ
ティブアプリと⽐較して50%〜70%程度のコ
ストで開発することができます。

https://saichat.jp/contact/


NHKの⼤河ドラマ「麒麟がくる」に連動したLINE公式アカウント

●明智光秀AI協議会

●⽬的

●施策

⼤河ドラマを⾒たファンに、明智光秀
ゆかりの地に来てもらうこと

・AI明智光秀と会話できるチャットボット
・O2O謎解きイベント

AIに学習させた
質問パターン

1万
FAQ

事例紹介︓モンキーアプリ

Twitter
トレンド⼊り

32回

協賛⾃治体数

14
⾃治体※

※
※

※ サイシード調べ

※画⾯は当時のものです。



ソリューション紹介︓CX ORDER

クラスメソッド株式会社
https://classmethod.jp/inquiry/お問合せ先

• 企業は8,600万MAU（2020年9⽉時点）のLINEアプリ内に、⾃社ブランドアプリ
を登録することで、多くのユーザーリーチを獲得でき、商品やサービスを届ける
ことができます。

ユーザー価値

ブランド価値

コンセプト
• 「CX ORDER」はモバイルオーダー⽤の、LINEミニアプリを簡単且つスピー

ディーに制作・運⽤可能なクラウドサービスです。

• ユーザーは⽇常的に使い慣れたLINEアプリから、お気に⼊り店舗の商品やサービ
スを簡単に注⽂・決済でき、あとは店舗で商品受け取るだけです。

▼コンセプト / ユーザー価値 / ブランド価値

▼料⾦体系
2021年6⽉末までは⽉額費⽤を無償にてご提供致します。
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼利⽤イメージ︓お客様側 UI ▼利⽤イメージ︓店舗側 UI

※画⾯は当時のものです。

https://classmethod.jp/inquiry/


事例紹介︓LINEサービス総合⽀援

東急株式会社

⽬的 スマートフォンを介してユーザーとの関係性を強化したい
顧客分析を⾏い、ユーザーニーズを把握したい

施策 LINEユーザーIDをグループ内アカウントで共通化
既存データベースと連携させて、グループマーケティングに活⽤

※東急調べ
※画⾯は当時のものです。

会員
連携率
42.8%※

会員
連携率
56.9%

東急ストア 東急百貨店

※

会員連携システム



ソリューション紹介︓ジールス

株式会社Zeals
https://zeals.co.jp/contact/お問合せ先

▼料⾦体系

▼ご利⽤イメージ▼基本機能
チャットコマース「ジールス」は、LINEに搭載したチャット
ボットでの接客体験を通じて、ユーザーの購買⾏動を後押しす
る完全成果報酬型サービスです。
⾃動化された接客対応により、電話やメールによるすれ違いを
防⽌するだけでなく、営業時間外も即時対応を実現することで、
⾒込み客の取りこぼしを防ぎます。チャットボットとの⾃然な
会話の中で、商品やサービスの魅⼒、お客様の不安解消を実現
し、購買や契約意欲の向上をサポートします。お客様ごとに適
した会話設計を⾏い、適切なタイミングでの⾃動配信により、
⻑期的で良好な関係づくりに貢献します。

友だち追加したユーザーやLPに訪れて離脱したユーザーに、ヒア
リングファーストな接客体験を提供します。より⾼い確度とエン
ゲージメントをもって商品購⼊やサービス予約まで完了させること
が可能となります。

24時間対応 深いコミュニケーション ⻑期的顧客リレーション

https://zeals.co.jp/contact/


事例紹介︓ジールス

岡⼭トヨペット株式会社
⾃動⾞販売会社

岡⼭を拠点に⾃動⾞販売業等を展開する岡⼭トヨペット株式会社。
お客様との接点や顧客満⾜に⼒を⼊れ「やさしいデジタル」に取り
組まれている同社は、2021年2⽉にジールスのサービス導⼊を開始
しました。
これまで、電話やはがきDMで⾏っていた⾞検や点検の⼊庫予約を
チャットコマース「ジールス」で⾃動化。営業スタッフとお客様の
電話のすれ違い解消や業務効率化・⽣産性向上を⽬的としています。

■導⼊による効果

©HP/OKTP 95%
お客様は、LINE上でチャットを通じて
マイカー情報の登録を完了させると、⾞検や点
検前の適切なタイミングで案内を⾃動で配信。
好きな時間や場所で、サービスの予約を⾏うこ
とが可能となります。
「LINEを活⽤してでサービス予約をしたい」
というお客様は95％に及び、実際に営業時間
外のサービス予約も増えています。営業スタッ
フの作業⼯数も80％削減でき、業務効率化・
⽣産性向上に貢献しています。

LINEを⽤いた予約
継続意向

■導⼊背景と⽬的



ソリューション紹介︓

SNS上での相談を受け付けたい⾃治体・団体・企業様を
強⼒にサポートする仕組みです。
SNS相談現場の意⾒をシステムに集約し、
SNS相談に特化したシステムとしてご提供することで
100を超えるSNS相談現場にてご利⽤いただいております。

▼ つながる連絡

SNS相談に特化した相談集中画⾯ 直感的なBOT機能

エースチャイルド株式会社
https://www.as-child.com/

LINEでの学校-保護者のやりとりを実現し学校現場や
保護者の連絡を効率化・省⼒化する仕組みです。
保護者向け機能（LINE）

個⼈のLINEアカウントを学校に
⾮公開のまま学校への連絡をLI
NE経由で⾏うことができます。
紙の連絡帳は不要になります。

学校教員向け機能（Web）

遅刻・⽋席連絡対応で、電話待ち受けや
連絡帳の受け取りの必要がありません。
遅刻・⽋席連絡の⼀覧を、任意のタイミン
グでWeb上から確認することができま
す。

状況が⼀⽬でわかるダッシュボード 豊富な⾃動応答機能

▼ つながる相談

その他主要な機能例
• 学校からの⼀⻫連絡、プリント配布
• 教員と保護者との1対1での連絡
• 教員ごとの閲覧権限設定

お問合せ先

https://www.as-child.com/


事例紹介︓

学校の保護者の中にはスマートフォンの利⽤に慣れた層が増え
てきており、SNSで情報を受け取りたいという声が挙がり始め
ています。
しかし、こうした要望に応じ教員個⼈のSNSアカウントで保護
者・⽣徒と連絡を取ることの問題も発⽣しています。勤務時間
外でも簡単に連絡ができてしまうことにより、教員の勤務時間
外の対応負担増につながります。また、個⼈のSNSでやりとり
をすることは周囲からは察知しにくいため、知らず知らずのう
ちに⼈間関係のトラブルに発展する懸念があります。
このお悩みに応えるために、つながる連絡の実証実験に⾄りま
した。

実証実験の結果、各学校で80%〜95%の保護者がLINEを利⽤
した出⽋・遅刻連絡※を⾏い、保護者アンケートの結果でも
「利⽤前と⽐べて、学校からの連絡を簡単に受けとれるよう
になった」という声が増えました。コロナウイルスの影響で
3⽉に休校になった際も、「学校からスムーズに連絡が来たの
で助かった」との評価をいただきました。
また、教員が勤務時間外に個⼈のSNSでやりとりする⼼配も
なく、電話やメールでの連絡よりもスムーズに連絡事項を届
けられ、教員の業務改善にも役⽴つことが確認されました。 LINEで教員と保護者の間で

連絡を⾏うために必要な機能
が備わっています。

配布プリントを保護者にLINEで送る機能は
便利なだけでなく、ペーパーレスによる経費と
時間の⼤幅な削減が実現しました。
約700⼈の⽣徒が在籍していますが、計算し

てみたところ紙やインク代にかかるコストは毎
⽉約5万円、業務時間は毎⽉7〜8時間程度の
削減※となりました。

利⽤者様からの声（中学校⻑）

各教員が保護者とLINEでメッセージのやり
とりをしていますが、それを校⻑や教頭など
管理職が、それらの内容全てを閲覧できる権
限付与の仕組みが便利だと感じます。
もし教員が返信に困っているやりとりがあ

れば校⻑が助⾔をしたり相談にのることもで
きます。また、私⾃⾝が返信をすることもあ
ります。

利⽤者様からの声（中学校⻑）

千葉県柏市様（中学校4校、⼩学校3校）
実施に⾄る背景と⽬的

導⼊後の効果

※導⼊校（千葉県市⽴中学校）調べ



Measurement
取得された情報の計測、マイニン
グ、ビジュアライズに優れている。

01 株式会社デジタルシフト



配信リスト例
反応時間傾向別配信

参考価格︓初期30万＋⽉額20万円
納品形式︓PPTにて⽉１回納品

ソリューション紹介︓友だち情報統合分析機能

①LTV

分
析
$
戦
略
⽴
案

②
配
信
⽤
-
.
/
抽
出

現状のアカウントコンディションを
分析し、今後のLTV改善戦略を提⽰。

分析具体例︓デシル分析・クラスタ分析・RFM分析
購⼊F別UU分析・ブロック期間分析等

集積

統合

友だち
状態管理

サイト内
⾏動（CV）

クリック
データ

店頭購買
データ

TSUNAGARU内データ 外部データ

友だち情報統合⽤データベース
ユーザーIDを軸にプロフィールデータや時系列の⾏動などを統合

分析可能な状態に。

サービス概要 ソリューション提供形態

上記①をご契約の場合、無償提供
納品形式︓CSVリスト※抽出可能頻度は都度相談

価
格

②
配
信
⽤
-
.
/
抽
出

分
析
例

Measurement
取得された情報の計測、マイニング、
ビジュアライズに優れている。

②配信⽤リスト作成①LTV分析・戦略⽴案

集積

統合

分析
配信

株式会社デジタルシフト
https://digitalshift.co.jp/contact

お問合せ先

https://digitalshift.co.jp/contact


≪アパレルEC通販系企業様の場合≫
いままでの課題感︓ROASを指標としたメッセージ配信を⾏い、配信頻度が
⾼まりすぎてしまった。その結果、ユーザーがロイヤル化するよりもブロック離反者による
売り上げ減少の⽅が進んでしまい、⻑期的にみるとROASが悪化していってしまった。

ご⽀援内容
UIDごとのLTVを可視化し、アカウント全体の購買者の傾向を把握。
クリック・CV・購⼊商品などを分析することで、ユーザーをランク分けし、
育成のためのコミュニケーション設計を実施、配信を実現。モニタリング環境も構築した。

事例紹介︓友だち情報統合分析機能

幅広い業種に対応。すでに12アカウントほど、
トライアル利⽤をいただいている状況。

アパレルEC通販/有店舗アパレルブランド/飲料メーカー/⾃動
⾞メーカー/脱⽑サロン/消費財メーカー/百貨店/情報サービ
ス

LINE公式アカウント内の友だちを
商品購⼊の⾦額・頻度、アンケート回答ベー
スの⼼理的ロイヤルティなどでランク分けし、
現状のLINE公式アカウント運⽤の実態を把
握可能に。

そのうえで、どの層を動かすことが事業成果に
つながりやすいか、などを分析し、打ち⼿を⾒
つけるご⽀援を実施。

ランクごとに次のランクに育成を
⾏うための⽰唆を分析。

施策実施のためのリスト抽出と、施策実施後
の施策評価を実現。

スピーディなCRM施策実現をご⽀援。

課
題
$
施
策
概
要

実
⾏
=
>
?
@

導
⼊
実
績

Measurement
取得された情報の計測、マイニング、
ビジュアライズに優れている。



Technology Partner ⼀覧



Technology Partner ⼀覧

エースチャイルド株式会社

「つながる相談」はSNSでの相談を受け
付けたい⾃治体・団体・企業様を強⼒に
サポートする仕組みです。お申込みを頂
いてから数⽇で導⼊し、運⽤が可能です。

＞詳細はこちら

デジタル・アドバタイ
ジング・コンソーシア
ム株式会社

DialogOne®(ダイアログワン)は、
LINE公式アカウントのメッセージ配信・
コンテンツ管理・ユーザーデータの収集
を⾏うためのメッセージング管理ソ
リューションです。

＞詳細はこちら

クラスメソッド株式会社

LINEの活⽤⽀援サービス LINEの技術
をフル活⽤し、新しい購買体験と、最⾼
の顧客体験を創造します。

＞詳細はこちら

株式会社Zeals

国内No.1チャットコマース「ジールス」
は「ネットにおもてなし⾰命を︕」をコ
ンセプトにした、AIが会話しながら商品
をご案内するチャットコマースサービス
です。

＞詳細はこちら

株式会社サイシード

sAI Chatは⾃社開発のAIチャットBotを
中⼼に、⾃社アプリの機能をLINE上で実
現する『モンキーアプリ』を提供してい
ます。

＞詳細はこちら

ソーシャルデータバンク
株式会社

LINE公式アカウント機能拡張ツール
「Liny（リニー）」を開発・販売。
販促・顧客管理・MAやセグメント配信
・チャットボットがLINE１つで実現出来
ます。

＞詳細はこちら

株式会社デジタルシフト

LINE公式アカウント開設企業向けにASP
サービスにて提供し、「Messaging API」
をはじめとした各種APIをより⾼度に活⽤
することができるツールです。

＞詳細はこちら

株式会社電通デジタル

BOT BOOSTaR™はLINE Payなどの最新
APIにいち早く対応します。
LINE Bot Designerと連携することで、
最短即⽇での実装が可能です。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aschild/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dac/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/classmethod/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/zeals/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/sciseed/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/socialdatabank/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/degitalshift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dentsudigital/


Technology Partner ⼀覧

トランスコスモス株式会社

LINE公式アカウントや「LINE pay」な
どLINEが提供するサービスと、ツール、
DBをつなぎシームレスなデジタル体験
をワンストップで提供。

＞詳細はこちら

transcosmos online 
communications株式会社

「KANAMETO（カナメト）」は、セグメ
ント配信機能・チャットボット機能・
チャットサポート機能を備えたAPI対応
ツールです。

＞詳細はこちら

hachidori株式会社

プログラミング不要のチャットボット開
発ツール『hachidori』は、7,000超の開
発実績をもとに、導⼊⽬的に沿ったボッ
トを簡単につくることができます。

＞詳細はこちら

株式会社ソーシャルPL
US

LINEログイン、⾃動友だち追加機能、M
essaging API等を利⽤して、ECサイト
をはじめとしたWebサイトとLINEを連
携したCRM施策をサポートします

＞詳細はこちら

株式会社ルートコミュニ
ケーションズ

LINEの活⽤サポートから、トーク上での
インタラクティブなアプリケーション。
更にはLINE公式アカウントを活⽤した企
業のデータ活⽤まで。LINE上での様々な
制作を⾏います。

＞詳細はこちら

モビルス株式会社

コンタクトセンター向けチャットシステム
「モビエージェント」、LINEメッセージ
配信システム「モビキャスト」。

＞詳細はこちら

株式会社アクティバ
リューズ

観光分野のDXを推進する「多⾔語AI
チャットボット」。 Web、LINE、Face
book、WeChatに対応。ホテル、旅館、
⾃治体を中⼼に350箇所に導⼊。

＞詳細はこちら

アドビシステムズ株式会社

Adobe Campaign – 豊富な顧客データ
をもとに、各々のニーズに応じた動的な
キャンペーンを構築し、様々なチャネル
を通じて配信、提供します。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/transcosmos/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/transcosmosonline/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/hachidori/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/socialplus/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/rootcom/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/mobilus/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/activalues/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/adobe/
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株式会社ALBERT

「スグレス」はAIを搭載した⾼性能
チャットボットサービスです。お問い合
わせ⾃動応答機能や⾃動学習機能を搭載
しており、運⽤コストをかけずに回答精
度を向上します。

＞詳細はこちら

アルファコム株式会社

複数のLINE公式アカウントを統合管理、
マルチテナント対応やリアルタイムモニ
タリングができる、コンタクトセンター
に最も適したチャットサービスM-Talk。

＞詳細はこちら

株式会社エクレクト

カスタマーサービスプラットフォーム
「Zendesk」と「LINE」を連携するこ
とで、お客さまとのコミュニケーション
チャネルの幅を広げ、問合せ情報の⼀元
化が可能に

＞詳細はこちら

株式会社NTTデータ

システムインテグレータの開発⼿順・品
質基準に基づき、メッセージ送受信シス
テムをクライアント企業様の個別ニーズ
に合わせて構築し、⽉額サービスとして
提供します。

＞詳細はこちら

NTTコム オンライン・
マーケティング・ソリュー
ション株式会社

「空電プッシュ for LINE」/携帯電話番
号マッチングで、LINEへのメッセージ送
信を実現。届かなかった場合はSMSで確
実に送信。

＞詳細はこちら

株式会社wevnal

マーケティング⽀援型のオンライン接客
プラットフォームBOTCHANは、CV獲得
に特化したチャットボットサービスで、
スマホ時代のおもてなしを実現します。

＞詳細はこちら

NTTテクノクロス株式会社

Remote Attendは、お問い合わせ、製品
サポート、販売促進などのエンドユーザ
対応をWeb上で実現するチャットサポー
トシステムです。

＞詳細はこちら

エボラニ株式会社

anybotは、開発知識いらずでLINEや
Facebook、Web、アプリで販売や予約
受付を⾏うチャットボットやLIFF
（LINE Front-end Framework）を含む
Webアプリをつくることが可能です。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/albert/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/alfacom/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/eclect/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/nttdata/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/nttcoms/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/wevnal/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/ntt-tx/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/evolany/
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株式会社AI Shift

株式会社AI Shift(サイバーエージェント
グループ)が運営する「AI Messenger C
hatbot」はカスタマーサポート向けAI
チャットボットです。

＞詳細はこちら

合同会社Oblivion

テイクアウトの事前予約・席予約・順番
待ち整理券発⾏・モバイルオーダー等の
飲⾷店に必要なあらゆる機能が店舗のLI
NE公式アカウント上で可能にするサービ
スです。

＞詳細はこちら

株式会社オプトデジタル

⼤⼿⾦融機関へのLINEを活⽤したチャッ
トシステムの構築実績、その他コールセ
ンターのチャット化、オンライン受付な
どユーザーとのコミュニケーションを最
適化します。

＞詳細はこちら

株式会社オルターブース

LINE Bot、LINE Pay、LINE内アプリな
ど、LINEを活⽤した様々なアプリ開発を
⾏っています。

＞詳細はこちら

エンバーポイント株式
会社

顧客データに基づき、LINEにて1to1の
メッセージ配信を実現。⾃前で顧客デー
タを管理しており、それを対象にしたLI
NEの配信や、システム間連携をするのに
最適。

＞詳細はこちら

株式会社ギブリー

⾃社のLINE公式アカウントに接客のよう
な上質な顧客体験を。 ユーザーの"今"の
状態を把握し、解析を⾏う事で最適なタ
イミングで1⼈1⼈に必要な情報をお届け
します。

＞詳細はこちら

株式会社クラブネッツ

「詳細なアンケート＆セグメント配信」
「キャンペーン」「カスタムリッチメ
ニュー」などによりLINE公式アカウント
を補完し、更なる活⽤を促進します。

＞詳細はこちら

株式会社KDDIウェブコ
ミュニケーションズ

「Twilio Connect for LINE Call API 
by KWC」LINEコールPlusをTwilio経由
でご提供するためのソリューションです。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/oblivion/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/optdigital/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/alterbooth/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/emberpoint/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/givery/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/clubnets/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/kddi-webcommunications/
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株式会社神⼾デジタル・ラ
ボ

LINEが提供するAPIやプロダクトを活⽤
し、様々な業種・業界向けにお客様の
ゴールを⾒据えてソリューションを提
案・提供しています。

＞詳細はこちら

株式会社コネクター・ジャ
パン

リピッテは、あらゆる業種・業態の「予
約」をLINEで受付け、⾃動管理し、店舗
や現場の省⼒化・省コスト化に貢献する
ベストソリューションです。

＞詳細はこちら

株式会社コムデザイン

【CT-e1/SaaS】は、コールセンターに
必須のACDやIVRなどのCTI機能をクラ
ウドサービス提供します。 LINEとの連
携でさらに利便性が⾼くなります。

＞詳細はこちら

株式会社サイバーエージェ
ント

サイバーエージェントが提供する、LINE
のMessaging APIの活⽤に特化したツー
ルです。 幅広い広告運⽤ナレッジを活か
し、企業の販促活動の効果最⼤化を実現
します。

＞詳細はこちら

株式会社Showcase Gig

私たちは、国内のモバイルオーダー＆ペ
イサービスの第⼀⼈者として、店舗⽬線
とコンシューマ⽬線の両⽅⾯のアプロー
チによって次世代の店舗体験を実現しま
す。

＞詳細はこちら

ジェネシス・ジャパン株式
会社

LINE公式アカウント関連機能 (LINE
チャットPlus及びLINEコールPlus) と
弊社CX基盤との連携ソリューションを
提供致します。

＞詳細はこちら

GMOコマース株式会社

⾃社開発は不要︕メッセージ送り分けや
リッチメニュー出し分けなどがカンタン
＆すぐに実現するプラットフォームを提
供します。使い⽅や配信代⾏の運⽤サ
ポートも充実︕

＞詳細はこちら

株式会社Kerberos

誰でも簡単にLINE公式アカウントを⽤い
てお店をつくれる【CHATY】を開発・販
売。 商品の販売から、お客様とのコミュ
ニケーションまで全てLINEで⼀括管理。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/kobedigitallabo/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/cnctor.jp/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/comdesign/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/cyberagent/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/showcase-gig/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/genesys/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/gmo-commerce/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/kerberos/
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スタークス株式会社

CS cloudはLINE公式アカウントの機能
を拡張したクラウド型の問い合わせ対応
ツールです。複数⼈での有⼈チャットと
⾃動応答をシームレスに併⽤できます。

＞詳細はこちら

Sprinklr

LINEを始めとした25以上のチャネルと連
携。LINE公式アカウントを活⽤したマー
ケティング、広告、カスタマーケアをひ
とつのプラットフォームで対応可能。

＞詳細はこちら

株式会社セールスフォース・
ドットコム

Marketing Cloud
幅広い顧客エンゲージメントを実現する、
No.1 マーケティング プラットフォーム。

＞詳細はこちら

株式会社ソニックムー
ブ

COMSBI（コムスビ） セグメント配信、
chatbot作成機能、予約機能など様々な
機能を提供。既存システムとのつなぎ込
みやカスタマイズ開発にも柔軟に対応。

＞詳細はこちら

株式会社Time
Technologies

⾃動的にLINE経由の成果を獲得する、
LINE特化型マーケティングオートメー
ション『AutoLine』。

＞詳細はこちら

タビィコム株式会社

＞詳細はこちら

「EPS/スマート⾃治体システム」は、LI
NE公式アカウントを利⽤した⾃治体様向
け統合業務システムです。 利⽤者にも⾃
治体担当者にも便利で効率的な電⼦政府
を実現できるシステムを提供しておりま
す。

株式会社チューズモンス
ター

飲⾷店向けテイクアウト・デリバリー注
⽂システム「テイクアウト・デリバリー
注⽂くん」、飲⾷店向けセルフオーダー
システム「注⽂くん」、ネット販売業者
向け注⽂システム「通販くん」

＞詳細はこちら

GMO NIKKO株式会社

GMO MARS シリーズ/ 企業の⾼度な
マーケティング課題に対応するため、常
に進化し続けるテクノロジーに対応した
様々なソリューションを開発・提供して
います。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/starx/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/sprinklr/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/salesforce.com/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/sonicmoov/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/timetechnologies/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/taviicom/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/choose-monster/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/gmonikko/
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TIS株式会社

「ContactWare for LINE」は電話を起
点にお客様とLINEでつなげるためのクラ
ウドサービスです。

＞詳細はこちら

テクマトリックス株式会社

コンタクトセンターCRM／FAQナレッジ
ソリューション「Fastシリーズ」を開
発・提供しています。

＞詳細はこちら

株式会社DNPコミュニ
ケーションデザイン

Messaging APIに対応したクラウド型
パッケージサービスで、カスタマイズ
無しでも、カスタマイズ開発による機能
拡張も可能なサービスです。

＞詳細はこちら

株式会社デジタルガレー
ジ

LINE及び様々なMAと連携可能なコネク
トベイでは、ユーザーの⾏動に応じたセ
グメント配信が可能となり、エンドユー
ザーへ効果的なコミュニケーションが実
現出来ます。

＞詳細はこちら

D&Sソリューションズ
株式会社

D&Sソリューションズは、スーパーマー
ケット様・ドラッグストア様向けに、お
買物を『便利・おトク』にするためのLI
NEミニアプリをご提供いたします。

＞詳細はこちら

株式会社テラスカイ

LINEとSalesforceを連携するコンタクト
センター⽀援サービスの提供をはじめ、
要件定義、導⼊⽀援、開発、運⽤保守ま
でワンストップでお客様をご⽀援します。

＞詳細はこちら

株式会社電通国際情報
サービス（ISID）

LINEの各種プロダクトとお客様システム
やソリューションの連携により購⼊前か
ら購⼊後まで、ユーザのニーズに応える
サービスを実現。

＞詳細はこちら

チーターデジタル株式会社

Cross-Channel Marketing Platform 
1to1のクロスチャネルコミュニケーショ
ンを実現するBtoC向けMAを提供してい
ます。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/tis/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/TechMatrix/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dnp-cd/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/digitalgarage/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/ds-solutions/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/terrasky/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/isid/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/cheetahdigital/
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凸版印刷株式会社

LINEを活⽤したキャンペーンを企業と顧
客をつなげるきっかけに。キャンペーン
基盤の構築から応募データの取得、その
後のコミュニケーションまでをご⽀援。

＞詳細はこちら

⽇本オラクル株式会社

Oracle CX Cloudを通してデータを活⽤
し、お客様に優れたエクスペリエンスを
提供します。正しいデータの収集、統合、
活⽤により、お客様との関係は劇的に変
化します。

＞詳細はこちら

⽇本サード・パーティ株
式会社

ThirdAIは、最適なAIを最適なコストで
提供するAIインテグレーションサービス
です。お客様に合わせてAIを選定、ご希
望に沿ったチャットボットを提供します。

＞詳細はこちら

株式会社パイプドビッツ

SPIRAL® LINE連携ソリューション。

＞詳細はこちら

株式会社ファナティック

安価で導⼊はタグ設置のみ︕完全⾃動で
⼿軽にLINEのセグメント配信やカゴ落ち
配信を実現。

＞詳細はこちら

⽇本アバイア株式会社

＞詳細はこちら

LINEコールPlus

株式会社福島情報処理
センター

これまでの課題をLINEとICT技術を活⽤
する事で解決し、よりよい社会、住みよ
いまちづくり、ビジネスの成⻑を実現し、
地域や企業の活性化を応援するサービス
です。

＞詳細はこちら

株式会社電通テック

1/0 ワンゼロはLINEのAPI関連サービス
と連携し、オフラインとオンラインが融
合するOMO時代に対応した最適なLINE
活⽤を実現するソリューションです。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/toppan/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/oracle/
https://ai.jtp.co.jp/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/pipedbits/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/fanatic/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/avaya/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/fic/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dentsutec/
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株式会社ブレインパッド

Rtoaster／レコメンドエンジン搭載
プライベートDMP

＞詳細はこちら

株式会社プラスアルファ・
コンサルティング

CRM／MAツール「カスタマーリングス」
をはじめ、「テキストマイニング」
「データマイニング」などの技術を核と
したクラウドソリューション事業を⾏っ
ています。

＞詳細はこちら

株式会社プレイド

今どんな⼈が来て、どんな体験をしてい
るかご存知ですか︖KARTEは訪問者の⾏
動や感情をリアルタイムに解析し、⼀⼈
ひとりに合わせたCX(顧客体験)を提供し
ます。

＞詳細はこちら

株式会社BEDORE

⾃然⾔語処理を中⼼としたアルゴリズム
ソリューションをご提供しており、対話
エンジンとして「 BEDORE(ベドア) 
Conversation」がございます。

＞詳細はこちら

株式会社ベルシステム24

培ってきた様々なカスタマーサポートの
知⾒から、最適なチャットボット運⽤を
分析。導⼊から持続的改善を含めたLINE
の効果的運⽤までを、ワンストップで提
供します。

＞詳細はこちら

株式会社Bot Express

LINEを通じたAI⾏政⼿続きを可能にし、
アンケートによって住⺠の意⾒を集約す
るなど「新しい住⺠とのチャネル」を構
築することができます。

＞詳細はこちら

プレイネクストラボ株式会
社

「スマート公共ラボ」は⾃治体や公共機
関に特化した、LINE公式アカウントの機
能拡張サービスです。⾃治体窓⼝として
住⺠サービスの提供をサポートします。

＞詳細はこちら

株式会社フューチャー
ショップ

ECサイト構築プラットフォームfutureshop
の「LINE連携オプション」で、⾃社EC会員
のIDとLINEのアカウントを連携。
LINEでのログインとメッセージ配信が可能。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/brainpad/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/plusalphaconsulting/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/plaid/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/bedore/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/bellsystem24/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/bot-express/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/playnext-lab/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/futureshop/
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ミロゴス株式会社

LINEを対象にしたセグメント配信ツール
「LOOPASS」の提供を中⼼として、開
発、運⽤、制作等のソリューションサー
ビス、LINEの広告プロダクトの販売を
⾏っております。

＞詳細はこちら

LivePerson Japan
株式会社

あらゆるメッセージングを統合し、単⼀
のインターフェースでメッセージを送信。
何百万もの対話のルーティング、監視、
測定、さらに管理まで、簡単に⾏い顧客
と企業のコミュニケーションを円滑にし
ます。 ＞詳細はこちら

株式会社REACT

「Engagebot」はLINE/Facebookボッ
トのMAツールです。メルマガなどの従
来の施策と⽐較し⾮常に⾼いエンゲージ
メントを誇ります。

＞詳細はこちら

りらいあデジタル株式会社

「知りたい」その瞬間に会話でつながる、
⼀歩先の顧客サービスへ。AIとヒトの知
識を融合したチャットボット・プラット
フォーム「バーチャルエージェント®」。

＞詳細はこちら

Micoworks株式会社

AURA(アウラ)はあらゆる業界で、LINE
を使って煩雑になりがちな顧客管理や
マーケティングを効率化し、数字の最適
化を実現するサービスです。

＞詳細はこちら

マインドフリー株式会社

キャンペーン特化型のLINEとのAPI連携
システム「GEPPY」を提供。 レシート
応募型、ポイントマイル型など様々な
キャンペーン仕様のご要望に対応可能で
あり、国内でもトップクラスの実績を誇
ります。LINE公式アカウントの友だち集
客後のCRM機能も実装し、LINEを活⽤
したマーケティングの技術⽀援を拡⼤し
続けております。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/tricorn/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/liveperson/
https://www.engage-bot.asia/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/relia-digital/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/micoworks/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/mindfree/
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